
●ガソリン自動車誕生
●欧米エンジニアの新技術競争で進歩
●アメリカは量産技術を確立
●日本は突然、海外から自動車が持ち込
まれる

20世紀は“自動車の世紀”と言われ、クルマが人のよきパートナーとな
った時代です。今回の企画展では、ガソリン自動車が走り始めた時代
からおよそ100年にわたるクルマの歴史を眺めながら、人とクルマの関
わりを紹介し、開館から17年目を迎えた当館の博物館活動をご覧いた
だきます。

期間：2005年3月15日～9月25日
会場：本館2階　特別展示室

人がクルマに恋した世紀
20th Century

■ランチェスター
（1904 イギリス）
イギリスにおいて最初のガソ
リン自動車である10hpモデル
（1901年）のエンジンを水冷
化し、最高出力を12hpに向上
したモデル。1902年から1904
年まで生産。

明治時代の写真

錦絵コーナー

人と車の出逢い～馬なし馬車に驚いた～ 1900～1910年代

自動車の歴史研究家の部屋
当館展示監修者・五十嵐平達さんのコレクションの
一部を展示
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●欧米では、クルマが生活に定着
●アメリカは自動車市場が急成長、新ライ
フスタイルを生む
●日本の庶民は乗合乗用車、一部の階級で
自家用車

●アメリカは大型化、テールフィンスタイ
ルで栄華を誇る
●ヨーロッパでは、マイクロカーが庶民の
足として活躍
●日本はトラック生産を足がかりとし敗戦
から復興

アメリカ車カタログ

絵本 カーマスコット

■メッサーシュミット
KR200
（1955ドイツ）
第二次世界大戦後、航空
機メーカーであったメッ
サーシュミットが、自動
車産業への転身を図り、
1953年から1962年まで
生産した3輪キャビン・
スクーター。

■シボレー・インパラ（1959 アメリカ）
1950年代のアメリカ車の特徴である大型ボディ、大馬力エンジン、テールフ
ィンスタイルのモデル。

■ブガッティ・タイプ57C（1938 フランス）
ブガッティのロードモデルのうち最も優れたツーリングカーといわれる。ア
ルミ製ツインカムエンジンは高い完成度を誇る。駿足に加え、実用性、優雅
さ、上品さを兼ね備える。

■ダットサン・11型フェートン（1932 日本）
ダットサンの名が初めて登場した1932年のモデルで、極めて合理的な
設計と愛らしいスタイルにより一世を風靡した。価格は1,800円で、当
時の日本組立てフォード車の半額であった。

クルマで世界は広がった～クルマ文化の開花～ 1920～1930年代

人とクルマの挑戦 1940～1950年代



トヨタ博物館では「歴史の体系的な研究」を第一の目
的としており、オリジナルの状態を忠実に再現し、当時
の姿に近づけるように復元作業を行っている。

■フライングフェザー（1955 日本）
復興期に登場した簡易な構造の超小型車。
トラックをベースとした車が多い中、本格
的な四輪乗用車で、空冷V型2気筒エンジ
ン、四輪独立懸架で時速60kmの性能を持
っていた。

夢に輝いたクルマたち～憧れから共存へ～ 1960～1980年代

当館のレストレーション

●欧米に続き、日本も本格的モータリゼ
ーションが始まる
●1970年代以降、日本でもクルマは生活
の一部に
●クルマが身近となり、クルマ玩具も変
化する

今回の企画展を通して私たちが一番伝えたかったのは、博物館が行っている活動、特
に学芸活動の楽しさでした。
クルマに関する様々な資料を調査・研究していくこと。貴重なクラシックカーを復元・
レストアしていくこと。そしてその成果を皆さまに見ていただくこと。それぞれが博物
館に勤めるものの喜びであり、その幸せを少しでもお裾分けしたいという思いでこの
企画展を開催しました。私たちのそんな気持ちを少しでも感じていただけましたら幸
いです。 藤井麻希　　　　　杉浦孝彦　　　　　宗沢清美

■トヨタ2000GT ボンドカー（1966 日本）
映画「007は2度死ぬ」のために作られた2台のボンドカーのうちの1台。ベ
ース車のトヨタ2000GTは、日本にかつてなかったグランツーリスモとし
て、3つの世界記録と13の国際新記録を樹立。

■デロリアン（1982 アメリカ／イギリス）
GM社でシボレー部門の副社長として活躍したジョン・デロリアンが自ら
の構想で製造・販売を行った、リアエンジン方式のスポーツカー。映画
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシンとして有名になった。

展 示企画者より

サンダーバードのFAB1号「タンタンの冒険旅行」に登場するクルマ

（完成車）

（レストア中）

バットマンのバットモービル



3月20日（日）、豊田市のフォレスタヒルズにて恒例の「ク
ラシックカー・フェスティバル」を開催しました。今年は
愛・地球博の影響を考慮したため、例年より2ヶ月早い開
催となりましたが、クラシックカー愛好家や家族連れな

ど約13，000人もの来場者で賑わいました。
会場にはトヨタ博物館の収蔵車16台と全国各地から一般
参加車両82台のクラシックカーが集まり、様々なイベン
トを行ないました。

第16回トヨタ博物館

地元特産品販売コーナー

ベンツパテントモトールヴァーゲン

パッカードツインシックス（1920）

加藤ミリヤライブ

ペダルカー 工作教室

シボレーコンフィデレイト

よろず相談
レストアコーナー

トヨタ博物館
ミュージアムショップ

世界の屋台村

愛・地球博のマスコット「モリゾーとキッコ
ロ」が登場すると子どもたちは大喜び。その
他、地元「松平わ太鼓」のオープニング演奏や

愛知県出身の「加藤ミリヤライブ」など盛りだ
くさんの内容で会場をわかせました。

ステージ
イベント

当館から
は、世界
初のガソ

リン自動車ベンツパテントモ
トールヴァーゲン（1886年・
ドイツ）や初走行披露となる
シボレー コンフィデレイト
シリーズＢＡ（1932年・アメリ
カ）など世界各国のクラシッ
クカー7台が走行。一般参加車
両（1975年以前の国産車）とと
もにパレードしました。

クラシックカー
パレード

ベ ンツ 3 0 0 S L
（1955年・ドイツ）な
ど変わり型ドアの
クルマ3台を展示。

クラシックカー
展示撮影会

周辺イベント
プラモデルやペーパーク
ラフトなどの工作教室に
は、たくさんの親子連れが

参加していました。ちびっこたちは、ペダルカー
やふわふわランドで仲良く遊んでいました。

屋内会場

大きなテールフィ
ンを持つキャデラ
ック エルドラド

（1959年・アメリカ）やシトロエン 11
Ｂレジェ（1953年・フランス）など6台
が走行。クラシックカーの乗り心地を
体感できる試乗会は今年も大人気でし
た。

クラシックカー
試乗会



●長×幅×高：5005×1860×1620mm ●軸距離：2885mm ●エンジン：水冷V8気筒SV 3927cm3 100ps {74kW} / 3600min－1

フォードカスタム 4ドアセダン
1949年（アメリカ）



1948年（昭和23）6月8日、アメリカ・ニ
ューヨーク市のウォールドーフ・アストリア
ホテルで、1台の新型車が華 し々く、その
ベールをぬいだ。49年型新型フォードで
あった。「フラッシュ・サイド」と呼ばれた
そのスタイルは、すでに戦後型ではカイ
ザーやフレイザーで一部取り入れられ
ていたが、これを全面的に採用。人々は
その美しいスタイルに見入った。そして、
このニュースは全米はおろか、世界中に
広がっていった。

『ニューズ・ウィーク』誌は、発表直後
の6月14日号で「ヤング・フォード7200
万ドルのギャンブル」という特集記事を
組んだ。新型車を余すところなく伝えた
この特集では、弱冠30歳で、フォード社
の総帥として、新型車開発を指揮したフ
ォード・Ⅱ世と新しいフォード社の体制
についても詳しく解説した。
写真誌『ＬＩＦＥ』でも5ページを使って、
新型フォードの発表を伝えた。若 し々い
笑顔で電話の受話器を握るフォード・Ⅱ
世の表情が印象的だ。人々は、彼の姿に
戦後の新しい時代の到来を実感したこ
とだろう。
わが国でも、新型フォード誕生のニュ

ースは、いち早く伝えられた。6月8日発
表から3週間後の7月1日発刊の『自動車

青年』（自動車交通弘報社刊）では特集
「新型フォードを語る」と題する5ページ
の特集記事を掲載している。その冒頭の
部分を見てみよう。
「今年の6月8日、アメリカのウォールド
ーフ・アストリアホテルの宏大な舞踏室
で白色と繻子と金を散りばめた布に張
られたステーヂにおいて、ピカピカと新
しいフォードが御目見栄した。それは、滑
らかな長方型で、おまけに平べったい、
そして流線型の車であった。その高さは、
たった五呎三吋（約1.6ｍ）でラジエータ
ー・グリルの前から後部の荷物入まで、
完全に新設計されたものである」
また、1949年1月15日発行の『ポピュ
ラー・サイエンス』誌（日本語版）特集自
動車篇でも、16ページにわたりイラストを
多く使って、詳しく解説を行っている。そ
の一部分を紹介しよう。
「1949年型はスタイルの上から見れば
地上を走るどの車よりも進歩した形をもっ
ている。しかもそれは戦後のフォード車の
出足の早さと高速度とを更に凌駕し、スプ
リングと緩衝装置とは悪道路で60マイル
以上の速度を出しても心地よく揺れる程
度の影響しか与えない。私は実際それを
操縦して見て飛ぶ様な軽快さを味わって
いるのだから間違いない話である」

五十嵐平達氏が執筆された『世界の

自動車－フォード2』によれば、「最大の
特徴は、全く白紙から再出発させたレイ
アウトで、このため全く別の車になってし
まった。それは全長を変えずに車室容
積を増加させることを目的としたもの
で、フォード社としては創立以来初めて、
前車軸を独立懸架とすることでエンジ
ンを5インチ前方の位置へ移し、しかも低
くマウントさせ、このため車高も4インチ
削られたが、逆に室内は広くなり、後席も
タイヤハウスをよけられたので、スペー
ス的にも乗り心地向上にも理想的な条
件になった。そして、余分の後方スペー
スはトランクに充当されたので4ドアセダ
ンでも容量は1.5倍も多くなった」と室内
の広さを強調している。
実際、リアシートに乗り込んでみると、

その広さが実感でき、柔らかいシートとと
もに快適な空間をつくっている。運転席
はベンチシートで、あまりなじみのない筆
者の感覚では、少し窮屈な印象を持っ
たが、当時としてはこれで結構広く運転
しやすかったことであろう。
以下、この車両の主な特徴を列記して
おこう。（五十嵐平達著『世界の自動車　フォード
2』より引用・抜粋）

①エンジンは大別してＶ8エンジンとシッ
クスの2種類。圧縮比が6.8：1に上げ
られた以外は変更なし。（エンジンは開
発時間の不足で小改装に止められた
という）

西川　稔

「フラッシュ・サイド」スタイルの「ヤング・フォード」

フォードカスタム 4ドアセダン
（1949年アメリカ）

1948年6月8日に行われた新車発表会 1948年6月14日号
『ニューズ・ウィーク』誌の特集記事

1948年6月『ＬＩＦＥ』誌の特集記事

華々しい発表会1

センセーショナルな報道2

49年型フォードの特徴3



②ボディはカスタムシリーズの名を冠す
る基本5種と無名の4種に区別され、
最終的には9種類。

③フレームはＸタイプをやめ、新しい5本
のクロスメンバーを有する箱型のレー
ダータイプ（現ラダータイプ）。ただし幌型
ボディの場合のみＸタイプが別に用意
され、51年型まで変更なし。

④ドアは4ドア全部前ヒンジ式。駐車場
で他車のドアにぶつけられた場合の
サイドガードとしてクローム線が入って
いた。

49年型フォードの評価で、一番多く聞
かれたのは「ボディが強度不足ではな
いのか」という点であったという。ボディ
にガタが出るという風評が出たらしいが、
どうも真相は「ドアの閉まり音が安っぽ
かった」ためにまねいた悪い印象のせ
いであったらしい。
フォード・Ⅱ世は、自ら車両置場へ出

かけドアの開閉をさせて、「この音をすぐ
改善せよ」と命じたという。これにより、
次の50年型では、ドア回りは特に強化さ
れ、「閉まり音」は高級車並みとなったと
いう。

1949年（昭和24）当時、フォードの日
本ディーラーは、まだ戦後の業務再開が

果たせず、国内向けの販売は行われて
いなかった。当時は、ＧＨＱが家族向けの
新型車をＰＸ（ポスト・エクスチェンジ
占領軍売店）で販売したという。
従って、通常のディーラー販売とは異

なり、アフター・サービスが不完全であり
前述のドアの風評などがそのままに放置
されたという。
その後、10年も過ぎてやっと「ボロな

中古の49年フォード」を入手した日本人
オーナーにとっては、ほとんど手の加え
られていない状態の同車に対して、あま
り良い評価を下すことはなかったとい
われている。
それ以前のフォード車といえば、完璧

なまでのアフター・サービスが有名であ
り、車両の整備は、各ディーラーによって
万全に行われていたはずである。
「わが国では、49年型フォードは、全

くフォードらしくない売られ方をしてしま
った」と、五十嵐平達氏も指摘している。

いままでみてきたように本国アメリカ
では、49年型フォードは、戦後型車として
華 し々く登場。“フラッシュ・サイド”と呼ば
れた新しいスタイルが脚光を浴び、人気
を集めた。
また、それを生み出したのが、フォー

ド・Ⅱ世という若 し々い気鋭の経営者で

あったことも話題となり、フォード社の業
績回復の契機となった。そこで付けられ
た名前が“ヤング・フォード”。ヤング・
フォードはその後の5年間、ライバル車シ
ボレーを上回る売上を記録したという。
まさに49年型フォードは、同社の戦後

のエポックメーキングとなっただけでな
く、ライバル各社に大きな影響を与えた
のである。
その後、ライバルのＧＭ、クライスラーも
相次いで本格的な戦後型車を発表して
いく。そして、50～60年代のいわゆる“ビ
ッグ3の時代”へと入っていくことになる
のである。

■現在、当館新館2階に展示している49
年型フォードの室内を覗いてみてくだ
さい。あたかも進駐軍の将校が夫人同
伴で夕食か映画にでも出かけた－と
いった演出を施してみました。
なお、リアシートに置いてある映画雑
誌『フィルム・ランド』（1950年5月号）
の表紙はジェーン・アリソン。懐かしい
と思われる方も多いのではないでし
ょうか。

1949年1月15日号
『ポピュラー・サイエンス』
表紙と記事 49年型フォードのカタログ

「世界の自動車 フォード２」二玄社（1971年）
「写真が語る自動車の戦後」ネコ･パブリッシング
（1996年）
「自動車青年」（1948年）
「ポピュラー・サイエンス」（1949年）
「カー・グラフィック」（1978年10月号）

●

●

●

●

●
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クルマとは長いつきあいです

許を取ったのは高三の夏休みでし
た。16歳で日活映画のオーデショ

ンを受けてデビューした翌年です。その
頃は16歳で軽免許が取れましたの。それ
で免許を取ってすぐにマツダ・キャロル
を買いました。正確に言うと父に買って
もらったのですけど。当時、家は調布だ
ったものですから、近くの撮影所にはこ
のキャロルで通いました。甲州街道など
広い道路では、一番端の車線を走り信号
待ちのクルマを追い越して一番前にパ
ッと出て行く、そんなおてんばな運転を
していました。
昭和30年代半ばのことですから、女の
子が車を運転しているのは珍しいとは思
います。でも、父はオートバイに乗ってい
ましたし、2人の姉も、私が小さい時から
クルマを運転していましたので、自分で
はそんなに違和感はありませんでした。
8つ違いの姉はキャデラックに乗ってい
て、祖母の家によく連れていってもらいま
した。

歳の時、普通免許を取りコロナに
乗り換えました。運転が楽しい頃

で、仕事やプライベートであちこちでかけ
ました。苦い思い出もあります。キャロル
から乗り換えて間もない頃、まだコロナ
の車幅感覚が分からないのに、細い道で
対向車がスピードを緩めずに来たんです
よ。私もスピードを落とさずそのままスー
っと走ったものですから、電柱にクルマ
の横をガガガガガーって擦ってしまいま
した。
その後はスカイラインなどスポーティな

クルマを乗り継いだ後、グロリアなど大き
なクルマに乗るようになりました。その頃
からでしょうか、しだいに後席に乗ること
が多くなり、今はベンツに乗っています。
クルマを購入する時、ボディカラーはそ
のクルマに一番似合った色を選ぶよう
にしています。ですからカタログなどもよ
く見て自分で決めますよ。今はシルバー
のSクラスです。

免

松原智恵子（まつばら・ちえこ）
1945年生まれ。愛知県名古屋市出身。1961年日活より
映画デビューし、吉永小百合、和泉雅子とともにアイド
ル「3人娘」として数々の映画に出演・ヒロインをつとめ
る。現在も多くの映画やテレビ、舞台で活躍中。趣味・
特技はガーデニング、日舞、乗馬。

女　優

松原智恵子さん

旅の途中では辺鄙なところにも何回か
泊まりましたが、ちっとも苦になりません
でした。土地の食事もよく食べましたが、
一度、失敗して…。アリジェでソーセージ
を食べたところ体調を崩し、領事館で休
ませていただいたことがありました。後で
赤痢と分かったのですが、それ以来、海
外では生ものは避けて火の通ったもの
を食べるように気をつけています。
日本では、箱根の方を周るのが好きで
すね。その時はお友達と交代で運転しま
す。温泉も好きですが、何より富士山が好
きです。皆さんそうじゃないかと思います
が、雄大な姿を見ていると心が安らぎま
すよね。新幹線に乗っていても、お天気
だとついつい今日の富士山はどんな姿
をしているのかなとワクワクしながら窓を
眺めています。

ルマの運転は今でも好きですが、
運転の仕方は年齢とともに変わっ

たように思います。今はスピードは出さず
ゆったりと運転しています。高速道路な
ども左側の車線を制限速度を守って走
っています。仕事で移動するときは運転
はしませんので、後席でお化粧したり時
にはこっそり着替えたりすることもあるん
ですよ。言ってみればクルマは移動する
部屋のようなものですね。でもいつもク
ルマを使うわけではなく、健康のために
も、近くの用事はなるべく歩いて行くよう
心がけています。
環境問題にも関心をもっています。ア

カデミー賞の授賞式に、ディカプリオさん
など海外の俳優さんたちがプリウスに乗
っていましたね。ハイブリッドカーで後ろ
の席が大きくて乗心地がいいクルマが出
たらいいなあと思っています。

婚したのは27歳でした。新婚早々
の頃、主人の仕事に同行してクル

マでヨーロッパから北アフリカを周る旅
をしたのは忘れられない思い出です。一
日何百キロと広い荒野や大地を駆け抜
け夕方に小さな街で宿泊する、そんな旅
でした。
その時、スペインも走ったのですが、グ
ラナダやアビラなどにあるパラドールと
いう宿泊施設が特に印象に残っていま
す。その日の朝地図を見て何百キロ先の
ここに行こうと決め、その街に着いたら宿
を探す、そんなふうにしていました。主人
と交代しながら運転したのですが、丘の
上に古い貴族の館や修道院のような建
物が現れるので、何だろうと思って行っ
てみるとそれがパラドールだったこともあ
りました。中世の趣のある素敵な施設で、
予約しなくても空いていれば快く泊めて
くれるんですよ。

結

ク
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今号より、クラシックカーの運転方法をご紹介します。初回はガソリン自動車の第1号と言われている3輪
自動車のベンツパテントモトールヴァーゲン（1886年）です。フライホィールを手で回してエンジンをかけ、
レバー（シフト、ブレーキ兼用）を前に倒して前進、走行し、レバーを後に引いてブレーキをかけます。前進
一段のみで後進（バック）はありません。

①混合比調整バルブを回して、穴が二つ程見える位置に
セットする

④イグニッションスイッチを左に回して電源を入れる
⑤フライホィールを勢いよく右回転（時計方向）に回して
エンジンをかける（皮手袋を使い、巻き込み・反力に気をつける）

⑥混合比調整バルブを回して空燃費を調整し、滑らかな
エンジン回転にする
⑦発進時はシフトレバーを前方にゆっくりと倒しながら発進
し、エンジンは定速回転で使用する
⑧減速時はシフトレバーをニュートラル位置に戻すか軽くブ
レーキをかけてスピードを調整する

⑨ティラー(棒ハンドル)で舵をとり、運転をする
⑩車両停止時にはブレーキレバーをゆるやかに後方に引いて
ブレーキをかける
⑪イグニッションスイッチを右に回して電源を切り、エンジ
ンを止める
⑫オイラー上部のノブを倒し、オイルの滴下を止める

②ブレーキレバーを最後方に引
いてパーキング位置にする
（車両が動かないように車輪をロックする）

車両下から水平にのぞいたところ

③オイラーのオイル量と滴下
量を点検する

（上部ノブを起こしオイル滴下量を調整）
（オイル不足によるエンジン焼付き防止）

クラシックカーの運転方法（１）

塚田光雄

ベンツパテントモトールヴァーゲンの運転方法

エンジンをかける準備

ティラー
（棒ハンドル） レバー

（シフト、ブレーキ兼用）

イグニッションスイッチ

駆動チェーン

エンジンをかけ、走行

混合比調整
バルブ

駆動ベルト

空転アイドラー○A ブレーキバンド○C
駆動プーリー○B
（ディファレンシャルギア内蔵）

キャブレター

燃料タンク
エンジン

冷却水タンク

オイラー

フライホィール

④

⑥

⑦
⑨

⑧

⑤

駆動ベルト

レバーを前方に倒すとブレーキが解除
されるとともに駆動ベルトが○Ａから○Ｂに
移動し走行ができる
レバーを後方に引くとブレーキがかか
るとともに駆動ベルトが○Ｂから○Ａに移動
し減速・停止ができる

●

●

レバー位置に応じて駆動ベルトを移動



その他の部品

燃料タンク

シャシー関係

エンジン関係

ダイハツオート三輪車（ＳＡ－6型）のレストレーション
沖野嘉幸欧米に比べ四輪車の普及が遅かった日本では戦前から昭和30年代にかけて、小回りが利き狭い場所への出

し入れの容易さや、四輪車の3分の1程度の低価格というメリットなどからオート三輪車が全盛期でした。
ＳＡ－6型は、1930年（昭和5年）からオート三輪車の生産を開始し、戦前オート三輪車のトップメーカーで
あった発動機製造㈱（現ダイハツ工業㈱）が1937年に製造した当時の人気モデルです。（常設展示しておりません）

故障のため使用されなくなってから、40年近くそのままの状態で倉庫に保存されていたので、車両全体に錆がひどく発生し、オリジナルの塗
色が判別できず、燃料タンクはボロボロに腐食して穴があくなどしていました。しかし、破損した状態ではあってもオリジナルのパーツが多
数取り付いていたため、それらの部品は出来るだけ補修して活かすように努めました。

レストア前 （寄贈者　早川東助氏） レストア完成後 （全長2795mm 全幅1200ｍｍ　全高1200ｍｍ　軸距離1860ｍｍ）

レストア前のエンジン
欠品がほとんど無く、オリジナルパーツがついている

エンジンを降ろし分解
ピストン異常なし

インテーク＆エキゾーストバルブ関係
異常なし

分解整備後エンジンを組み付けた状態

荷台等のボデーを外しシャシーフレームに分解 トランスミッションを分解整備
グリースオイルがたっぷり入っており、ギヤー
部品異常なし

デフギヤーを分解整備 フロントサスペンションのコイルスプリングを
分解

燃料タンクを取り外すと腐食して穴があいている サンドブラストにて錆を除去した後、腐食部分
を切り取る

切断部分に現物合わせで鉄板から板金成形する 組み付け後、パテ仕上げで成形する

オリジナルのキャブレターが車両に取り付けら
れていた状態

取り外して分解中にアルミ部分が破損したため、
同じタイプのパーツを捜し分解整備して組み付け

運転席シート
当時のままの牛革である

オリジナル牛革を活かし、成形し直して縫製
仕上げ



1. 大いに自動車を用ひる気風を
後藤新平（元東京市長） ハンバー（イギリス）

「自動車は時間の貴重なること、時間の経済的に費さるべきこと
の活教訓である。日本人は大に自動車を用ひる気風が起るや
うにならねばならん。又、実際に自動車を用ひねば用の足りん

様にならねばいか
ん。自動車がぜいた
く物の様に思はれた
り、自動車に対して
嫉妬を起したりする
連中が、社会の各方
面に累々たる今日の
状況では、日本はま
だまだ駄目だ。」

2. 一人で十人前の仕事が出来る
日比谷平左衛門（実業家） ハンバー（イギリス）

「之を利用すると、貴重の時間を活用して一人で十人前仕事も
出来るのである。即ち時を化して金となす事が出来るのである。
自動車の盛んに
利用せらるるの
は、即ち社会の
活動を示す所以
で、社会の活動
は即ち以て国富
の増進をト

ぼく

する
事が出来るので
ある。」

3. 途中の時間を見ない
根津嘉一郎（実業家） ルノー（フランス）

「私が自動車を買ったのは、贅沢の為ではない。平生、繁忙な要
務を敏速に弁ぜ
んが為である。私
は、自動車に乗る
様になってから、
殆んど途中の時
間を見ない。従っ
て約束の時間を
違へる様な事は
全くない。」

このコーナーは、4回にわたって明治の雑誌『グラヒック』誌に掲載された名士と自動車を紹
介してきた。今回はその最終回として、さまざまな分野で活躍した明治の政・財界の人々が、ど
のようにクルマを活用し、いかなる自動車観をもっていたかをまとめて紹介しよう。

西川　稔

4. 自動車の功徳大なるを知る
三井八郎右衛門（実業家）デイムラー（イギリス）

「私は一昨年、欧州へ行って七ヶ月方々を見物した。誠に僅か
の時間であったが、至る処自動車を乗り廻した為めに、案外多
くの見物が出来た。馬車ではとても其の半分程も見物は出来ま
いかと思ふ。そこで
自動車の功徳の大
なることを知って、始
めて自動車を買って
帰ろうと云ふ気にな
って、デイムラー会社
に注文したのが、今
乗ってゐるのであ
る。」

5. 一番堅牢なるは独逸製
原六郎（実業家） ロイト（ドイツ）

「自動車の一番廉価で経済的なのは米国製であるが、一番堅牢
なのは独逸製であ
る。元値が高い上
に関税が高いの
で、中々費用はか
かるが少ない時間
で多くの仕事が出
来るといふ点から
考へると敢て必ず
しも高価とばかり
は云へまい。」

6. 品性高い運転手の養成を
鹽原
しおばら

又作（実業家） フォード（アメリカ）
「自動車は次第に増加して来るが、養成所は未だ設立せられな
い。運転手の品格の如何に依っては、自然種々の悪評が自動車
使用者に浴せら
れる。今後の運転
手は、運転に習熟
するばかりでな
く、其品性におい
て高い処がなくて
はならぬ。」



新館3階ギャラリーでは、3月25日(金)～8月28
日(日)まで、19世紀末～20世紀初頭のモータ
ーショーポスターを展示しています。1895年
にフランス・パリで開かれた世界初のクルマ
の博覧会「モーターショー」のポスターを含
め、22点のポスターや書籍、模型などをご紹
介しています。

夏休み期間に合わせてイベントを開催します。今回は愛知県陶磁資料館とのタイアップ企画も！
ご家族、お友達お誘い合わせの上、ぜひ、ご来館ください。

新館3階ギャラリー
「クルマの博覧会
～モーターショーポスター展」

入館者累計350万人記念
「サマーメモリー2005」開催！

開催中予　告

T型フォード運転講習会の受講者を募集
します。（各コース3名、雨天中止）

●8月11日～15日
●らくらく絵付け体験（有料）
専用マーカーで小皿やマグカップに絵付け
●トヨタ2000GTプラモデル製作（有料）
スピードトライアル車のプラモデル
●セリカLB（1973）のペーパークラフト
●1950年代アメリカ車＆ジプニー試乗会
●モリゾー＆キッコロ撮影会

●7月23、24、30、31日　
8月6、7、20、21、27、28日
（毎週土日：除く8/13、14）
●陶芸絵付け教室（有料）
陶磁資料館の指導員が丁寧に教えてくれます
●セリカLB（1973）のペーパークラフト
●モリゾー＆キッコロ撮影会（7月23、24日を除く）

実 施 日：10/20、11/10
時　　間：①9:30～12:00、②13:30～16:00
受講資格：普通自動車以上の免許保有者で常時運転している方
受 講 費：5000円（当日徴収）
申込み方法：往復はがきに①希望日と時間　②郵便番号、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号　③免許証の種類と取得日　④
運転歴と現在の運転状況を明記のうえ希望日の10日前必着で
「T型フォード運転受講」係まで。
1枚のはがきにつき1名1コースの申込みでお願いします

来年1月4日から企画展「一枚の写真　思い出のクルマ」
（仮題）を開催します。それに際し皆さまがお持ちの写
真を募集します。クルマにまつわる楽しい思い出やエ
ピソードを交え、展示紹介したいと計画しています。
募集内容：写真（画像データ可）と200字程度の説明文
受付期間：8月初旬～10月末
詳細は次号館だより、当館ホームページ（8月初旬～）をご覧
下さい。お問い合わせは郵便またはFAXで「学芸グループ杉
浦」までお願いします。
〒480-1131 愛知県長久手町 トヨタ博物館　
FAX 0561-63-5159

実施日は9/25、10/9、11/13（いずれも日曜日）
午後1時30分から45分程度（要入館料）
お申込みは往復はがきに、希望日と住所、氏名、電話番号、同
伴者数を明記の上「バックヤードツアー係」へ
（毎回先着10組まで）

T型フォード運転講習会のご案内
募　集

企画展 写真募集

当館の展示車両を立体的にあしらったメモパ
ッドが登場しました。トヨダAA型乗用車、ド
ラージュD8-120、トヨタ2000GTの3種類で
す。（各400円・税込み）
お問い合わせはミュージアムショップまで
TEL＆FAX：0561-63-5161
e-mail：museum-shop@toyota-ep.co.jp

オリジナル・メモパッド
NEW

募　集

3月より、館内の案内パネル、展示車両解説パ
ネルを日・英・中・韓の4カ国語表示にいた
しました。また、ご見学リーフレットは16カ
国語ご用意しています。
●ご見学リーフレットの言語
日・英・中・中（繁体字）・韓・ドイツ・フランス・イタリア・
ロシア・スペイン・ポルトガル・アラビア・タイ・インドネシ
ア・ベトナム・マレー

4カ国語でパネル表示

好評のトヨタ博物館バックヤード（車両収蔵
庫）見学会を再開します。タッカーやベンツ
300SLなど普段見ることができないクルマを
この機会にぜひご覧ください。

バックヤードツアー参加者募集
4月10日、富士スピードウェイのオープニン
グイベント「リニューアルカーニバル」にて
当館のトヨタ7（1969）が出走、ニッサンR382
とともに迫力あるサウンドを響かせながらデ
モ走行を行ない、来場者から盛んな歓声を浴
びていました。

トヨタ7、FISCOを走る

募　集

試乗会 絵付け（イメージ）

プラモデル製作 ペーパークラフト



4月29日～5月8日「ゴールデンウイークイベ
ント2005」を開催。クラシックカー試乗会や
工作教室を行ないました。今回の試乗会では
構内外周路を走行、車窓からの眺めもよく好
評でした。またトヨタ2000GTのプラモデル
制作は、実車を見ながら作ることができ人気
がありました。

ゴールデンウイークイベント開催

昨年4月から今年3月までに車両や資料を寄贈
していただいた方を紹介し、お礼を申し上げ
ます。（敬称略50音順）
●車両を寄贈していただいた方
後藤百合（大阪府）
プリンススカイラインデラックスALSI-2型（1960）
●書籍・資料等を寄贈していただいた方々
（学）愛知医科大学
青木英夫
アラコ㈱
大柳昌造
小田柿哲
恩田善夫
影山夙
蔭山秀雄
くもん出版
黒坂貞夫
桑山復也
郷古実
小林惠亮
㈱交文社
佐藤竹夫

下川浩一
下山肇治
高濱進
高部尚文
㈱タチヤス
寺下勍
㈱東芝セミコンダクター社
トヨタ車体㈱
名古屋市博物館
（社）日本自動車工業会

自動車図書館
㈱日本デザインセンター
ネッツトヨタ東海株式会社
㈱ハイドカラー
早川彰吾

番政司
㈱ぽると出版
前島愛三
三本和彦
森嶋正博
山口昭
吉田秀男

2004年度寄贈者のご紹介

●企画展「大阪万博と日本車」に登場してい
た車は、私がリアルタイムで見たり実際に
乗ったことがある車が展示されており、懐
かしい思い出が昨日のことのように思えて
きました。

茨城県岩瀬町　岡村正治さん

●トヨペットマスターは、私が通っていた高
校にあり、ハンドルを握ったこともある車
です。冬場は始動せず押しがけしたことを
思い出します。当時はのんびりしていまし
た。

愛知県豊田市　松崎達博さん

●古書散策、非常に勉強になります。これか
らも楽しく読ませていただきます。

東京都足立市　肥田則生さん

読者の声
今年１月よりトヨタ博物館に異
動し「館だより」の編集担当と
なりました。いつも快活なスタ
ッフ、若く美しいTAMキャス
ト、歴史を重ねた世界の名車に
囲まれ、時には有名な女優さん
にも会えるそんな夢のような
日々を送っています。

（後藤健治）

半年ぶりの「館だより」いかが
だったでしょうか？3月25日よ
り愛･地球博が開幕し、今はち
ょうど折り返し地点といった
ところでしょうか。博覧会に行
かれた際にはトヨタ博物館に
もぜひお立ち寄りください。お
待ちしております。（今堀里佳）

編集後記

3月6日、東部丘陵線「リニモ」が開通し、公共
交通機関での当館へのご来館が便利になり
ました。最寄駅の「芸大通」からは徒歩5分で
す。また、県道6号線（グリーンロード）は万
博期間中も交通規制はありませんので、当館
までお車でお越しいただけます。
乗用車駐車場300台完備
（3時間まで無料）

交通アクセスのお知らせ

●開館日数：307日（前年度＋1日）
●年間来館者数：200,296人（121％）

●開館以降の累計来館者数：3，463，148人

2004年度の来館状況

＜応募方法＞
ハガキまたはEメールにクイズの答え、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、意見・感想、本誌をどこでご
覧になったかをご記入の上、ご応募ください。
（締切り：平成17年7月31日消印有効）
正解者の中から抽選で10名の方にP14で紹介したメ
モパッドとオリジナルボールペンをセットにしてプ
レゼント。
＜送り先>
〒480-1131 
愛知県長久手町トヨタ博物館クイズ係
＜メールアドレス＞
XK-kandayori@mail.toyota.co.jp
●先号の答えは「トヨペットマスターラインバン」で
した

TAMクイズ

愛知万博トヨタグル
ープ館で活躍中の i -
unitを新館1階に特別
展示。間近でご覧いた
だけます。
都合により展示してない日もございますので、あらかじめご
確認の上お越しください。〔連絡先　0561-63-5151〕
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i-unit展示中

愛知万博トヨタグループ館のパビ
リオンデーに合わせて、8月25日を
無料入館といたします。

8/25は無料入館日

トヨタ車体㈱デザイン部
福田慎也さん

2大老舗コラボによる色香漂うボディの象徴と
して白いシルエットの女性を登場させてみた。
バックは2つのシンボルを配しブルーボディが
映えるグラデーションとし、その流麗なノーズ
を飛び出させる事で前進感を狙った。2大巨頭
に敬意を表して欲張りな構図になってしまった
があえてチャレンジしてみた。いかが？

表紙イラスト
レーターから

■以下の日は19:00まで開館します
（入館受付は18:30まで）
7月23日、30日　
8月6日、11～15日、20日、27日

■16:00～18:30の入館者は、通常入館料の半
額に割引
（他の割引との重複割引はいたしません）
■夏休み期間中は小学生以下無料

開館時間延長＆入館料割引（限定日）
予　告

予　告

このクルマは 
なんでしょう？ 
（本誌に登場し
たクルマです） 
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